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サで得られる計測項目が少なくサンプル数の多い

ビッグデータとの関連性をモデル化することで，

さまざまなサービス展開が可能となる（図２）．歩

行データベースには，このような活用可能性があ

る．

5.  学会で整備する歩行データベース

　2016 年，バイオメカニズム学会に歩行データベー

ス研究部会（部会長・国際医療福祉大学大学院 山

本澄子 教授）が設立された．この研究部会は，品

質管理された歩行データベースを学会として整備，

発信するための枠組みについて議論するためのも

のである．2017年，この研究部会の活動に基づいて，

バイオメカニズム学会は，その 50 周年記念事業と

して歩行データベースの構築と利用促進事業を推

進することを決めた．学会では，図３のような枠

組みでデータの登録，管理，利用推進する方針で

検討を進めている．各研究機関は，独自に収集し

た歩行データを学会（歩行データベース研究部会）

1.　はじめに

　バイオメカニズム学会が 50 周年記念事業として

歩行データベースの構築と利用促進事業を開始し

た．なぜ，今，歩行データベースなのか．本稿では，

人間特性データベースを取り巻く状況と，利用目的

の拡がりについて概論し，その中で，歩行データベー

スがどのように整備され，活用されているかを紹介

する．その上で，バイオメカニズム学会の事業の方

向性を示し，歩行データベースの生み出す未来につ

いて俯瞰していく．

2.　さまざまな人間特性データベースと利用目的

2.1. データベースとは

　データベースとは，狭義には，単に膨大なデータ

を分類整理して格納しているだけではなく，計算機

処理による検索などの機能を備えたものとされてい

る．しかし，広義には，分類整理された紙媒体での

情報提供もデータベースと呼ばれることもあり，ま

た，Excel シート形式などで公開することで検索や

ソートなどの機能を利用ソフトウェア側に委ねてし

まったものもある．そのデータ量（１サンプルあた

りのデータサイズ，総サンプル数）もさまざまであ

る．サンプル数が数百万件以上に及ぶものもあれば，

数十件から数百件レベルのデータベースもある．一

般に収集が難しいデータは，少数サンプルでも貴重

であり，公開，活用されるケースが多い．本稿では，

データサンプル数の多寡にこだわらず，広義のデー

タベース定義で扱うこととしたい．

2.2. 人間特性データベースの種類

　人間の特性に関するデータベースとして公開され

ているものには，そのデータの種類，データサンプ

ル数などさまざまなものがある．大きく，（1）医療・

遺伝子情報，（2）生理・身体情報，（3）社会行動情

報に分類できる．（1）については，遺伝子情報とと

もに心拍や血圧，血糖値などさまざまな医療計測

データが個人 ID ごとに収集され，長期的な時系列

データとして公開されている．たとえば，UK 

BioBank1) などが相当する．また，ヒト脳画像もデー

タベースとして公開されている．たとえば，国立研

究開発法人科学技術振興機構（JST）バイオサイエ

ンスデータベースセンター（NBDC）2) などが相当

する．（2）については，音声や顔画像などパターン

認識のコーパスとして利用されているものもあれ

ば，人体寸法，形状，関節特性や感覚特性のように

製品の人間中心設計として活用されているデータ

ベースもある．人間中心設計応用を想定した人間特

性データベースは，製品評価技術基盤機構 3) や，人

間生活工学研究センター 4)，産総研人間情報研究部

門 5) などから公開されている．また，これらの他に

も，心電図などの生体信号がデータベースとして公

開されている 6)．（3）としては，Web アンケートな

どに基づいたライフスタイル，嗜好，性格，購買行

動などのデータを公開しているものがある7)．

　このような人間特性データベースの整備と公開

は，そもそも非常に長い歴史を持つ．紙媒体の時代

を含めれば，広義には技術レポートなどの形式で公

開された資料もこれに相当すると言える．たとえば，

米国 Wright-Patterson Airforce Base で計測され公

開された身体の寸法，質量特性のデータなどは，計

測から半世紀を経た現在でも研究基盤情報として活

これは指紋や顔画像と同程度に，歩容のみから個人

を特定できるということである．たとえば，デー

タベース利用者が，個人の住所や氏名などの情報

の提供を受けず，単に ID 番号と歩容データのみの

提供を受けたとしても，歩容データ単体が個人識

別符号となったことから，これらは個人情報とし

て管理しなければならないことになる．このよう

な法律側面も含めて，計測時の合意形成とデータ

提供契約とが適正になされなければならない．

3.　歩行データベースの構築

　このような人間特性データベースの整備，利活

用の状況の下で，学会や学術機関を中心とした歩

行に関するデータベース整備の計画が進んでいる．

筆者らの所属する産総研・人間情報研究部門にお

いても，すでに歩行データベースを整備，公開し

ているので，その経緯と状況を述べる．

　第１弾の歩行データベースは 2013 年に公開され

た 11)．2008 年から 2012 年の間に，産総研（当時は

デジタルヒューマン工学研究センター）で計測し

た 139 名の全身歩行データを公開している．歩行

計測はモーションキャプチャシステム（Vicon 社製

Vicon MX システム・Vicon Nexus）と床反力計

（Amti 社製 BP400600-1000PT）で実施した．被験

者には適宜計測着（スパッツ・ノースリーブシャ

ツあるいは上半身裸）を着せ，初めに基準姿勢（直

立姿勢）を計測した．その後，裸足にて歩行計測

を行った．この時，被験者には，「日常でいつも歩

いているように真っ直ぐ歩いて下さい」と指示し，

床反力計の設置しているエリアを中心に約 10m を

歩かせた．数回の練習試行の後，計測試行数は右

足から床反力計に入る場合を５試行，左足から床

反力計に入る場合を 5試行の計 10試行分を計測し，

その中で右足から床反力計に入る場合のデータを

１試行分データベースに登録した．マーカ位置と

着力点位置は Visual3D 内で 6Hz のローパスフィル

タ処理を行い，床反力データは Visual3D 内で

10Hzのローパスフィルタ処理を行っている．なお，

すべての計測は産業技術総合研究所内の人間工学

実験審査での承認を受け，承認された計画に沿っ

て人間工学実験取扱要領に従って行われた．マー

カセット，座標定義，角度定義などについては，

公開Web サイト11) を参照されたい．

　運動学データ（関節位置座標，関節角度）と床

反力データだけでなく，関節モーメントと関節パ

ワーも計算し，同時に公開している．公開用のデー

タフォーマットは，広く利用されているフリーの

Viewer（データ可視化ソフトウェア）のフォーマッ

トにしたがうこととした．検討の結果，米国

C-motion 社の Visual3D Reader をフリー Viewer

として指定することとし，そのソフトウェアで読

み込み可能な CMO ファイルフォーマットで配布し

ている．当該 Viewer ソフトウェアを用いて，図１

にように公開データを可視化することができる．

　2013 年度公開版では，実測した複数試行データ

のうち１試行分しか公開しなかったが，歩行再現

性を評価したいという要請に基づいて，2015 年版

では各被験者５試行分の歩行データを含んだ 214

名分のデータを公開した12)．

４.　歩行データベースの活用事例

　このような歩行データベースは，どのように活

用されるのか．第一に期待される活用は，2.2 節の

第一の述べた標準値としての利用である．近年，

モーションキャプチャシステムの普及により，さ

に提出する．このデータの品質や倫理側面につい

て，学会側の「データ受入審査委員会」が審査を

行い，これを通過したものがデータベースに追加

登録される．論文投稿と査読編集委員会，論文掲

載のようなイメージである．一方で，データ利用

者も学会（歩行データベース研究部会）に利用申

請を出す．この申請の利用目的の整合性等を学会

側の「データ提供審査委員会」で審査して，利用

許可を出すことを想定している．利用部分は，学

会誌の論文が誰でも読めるのとは多少異なる．こ

れは，計測時に被験者に提示する同意書で利用目

的を限定しているためである．学会側は，被験者

に同意いただいた利用目的に沿って正しく活用さ

れることを担保する．

　学会側は，データ提供者に対して，被験者同意

書のひな形とともに，計測ガイドライン（計測方法，

マーカセット，データ処理方法）などを提示する．

学会の用意する被験者同意書のひな形をベースに，

各研究機関で倫理審査を通し，新たにデータ収集

をしていただくことになる．原則として，既存デー

タの提供を受けることは難しいと考えている．

6.  おわりに

　人間特性に関するデータベースを取り巻く状況

と，その利用目的の拡がり，要求事項について概

論し，特に，歩行データベースの現状を紹介した．

さらに，バイオメカニズム学会で進められている

歩行データベース構築・利用促進事業の検討状況

を合わせて紹介した．ウェアラブルセンシングの

普及と，健康サービスビジネスに駆動された日常

生活での歩行ビッグデータの収集，それらをモデ

ル化する技術の進展が，学術的な歩行データベー

ス整備にも影響している．血圧計測においても，

病院計測が日常計測に拡がり，医療分野でも日常

計測データ（血圧の日変動情報）を重視する流れ

に変わってきている．品質管理された研究機関計

測による歩行データベースが，日常生活での歩行

ビッグデータの蓄積と評価を加速し，そのビッグ

まざまな研究機関で歩行データが計測され，分析

されるようになってきた．数多くの研究者が歩行

分析に参画するようになり，研究領域が幅広く展

開していく一方で，必ずしも歩行データに慣れて

いない研究者も増えてきている．歩行計測は，基

本的には市販システムを用いれば可能となるが，

システムの調整やメインテナンスなどに留意して

いないと，信頼性の高いデータ収集ができない．

健常者を被験者として計測された関節変位や関節

モーメントが，公開されたデータベースの健常者

のばらつきの範囲内に収まっているかどうかを確

認することで，データの異常からシステム調整の

必要性を知ることができる．

　第二の活用は，2.2 節の第四で述べた機械学習デー

タとしての利用である．近年，歩行中の活動を計

測するさまざまなウェアラブルセンサが実用化さ

れている．一方で，それらのセンサで常時検出で

きる項目は限定的であり，このセンサ単体情報か

ら直接的に得られるものは歩数や歩速，歩幅とい

うような因子でしかない．多項目を高精度で計測

した歩行データベースを低次元圧縮表現し，セン

サ情報で得られるデータから圧縮した低次元基底

への推定モデルを構成すれば，ウェアラブルセン

サ情報から，全身歩容や転倒リスクなどを予測で

きることになる13)．歩行データを時系列で等分割し，

主成分分析を用いて低次元圧縮表現し，この低次

元基底と別途得た転倒経験のアンケート結果を分

析した結果，第５主成分が転倒経験と強い相関を

持つことが分かった．第５主成分の歩行特徴を統

計的に合成し，そのうち相関の高い成分が Toe Off

（蹴り出し）のばらつきにあることがわかった．歩

行個人差の第５主成分と，ウェアラブルセンサデー

タの相関モデルが得られれば，そこから転倒リス

クを評価できることになる 14)．このように，計測項

目の多い公開歩行データベースは，サンプル数が

少数であっても，歩行に関連する多数の計測項目

の関連性の情報を有している．筆者は，このよう

な精度が高く計測項目の多いデータベースを

ディープデータと呼んでいる．ウェアラブルセン
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Magnitude of the Sacral Acceleration Vector. 
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さまざまなサービス展開が可能となる（図２）．歩

行データベースには，このような活用可能性があ

る．

5.  学会で整備する歩行データベース

　2016 年，バイオメカニズム学会に歩行データベー

ス研究部会（部会長・国際医療福祉大学大学院 山

本澄子 教授）が設立された．この研究部会は，品

質管理された歩行データベースを学会として整備，

発信するための枠組みについて議論するためのも

のである．2017年，この研究部会の活動に基づいて，

バイオメカニズム学会は，その 50 周年記念事業と

して歩行データベースの構築と利用促進事業を推

進することを決めた．学会では，図３のような枠

組みでデータの登録，管理，利用推進する方針で

検討を進めている．各研究機関は，独自に収集し

た歩行データを学会（歩行データベース研究部会）

用されている 8) 9)．近年，インターネットの普及と

通信の高速化によって，より大きなファイルサイ

ズのデータも，あまり手間をかけることなく配信

できるようになり，大学や研究機関でも研究の副

産物，もしくは，主産物としてデータベース公開

を行うところが増えてきている．

2.3. 人間特性データベースの利用目的

　データベースの利用は，主として以下の４つの

目的に大別できる．第一は，標準参照値としての

利用である．健常者のデータを公開しておくこと

で，疾患者の状態が健常者の幅の中にあるのか，

それを逸脱しているのかを定量的に知ることがで

きる．先に挙げた脳画像，心電図などの情報はそ

のように利用されているケースが多い．第二は，

研究試料としての利用である．そもそも，データ

ベースを整備した研究者は，なにがしかの仮説を

持ち，それを明らかにするために人間特性データ

を計測し，分析して論文報告したはずである．し

かし，計測項目数やサンプル数の多いデータの場

合，新たな視点や仮説を持って分析することで新

しい知識を導き出すこともできる．特に，なんら

かのサービス実務を通じて結果的に蓄積された

データベース（健康診断や医療情報，事故情報など）

では，必ずしも十分な科学的分析がなされていな

いこともあり，試料として公開することで，多様

な研究者を分析に参画させることを意識している．

第三は，ベンチマークデータとしての利用である．

音声や顔画像には，音声認識ソフトウェア，顔認

識ソフトウェアの性能を評価するための公開デー

タとして利用されているものも多い．たとえば，

カーネギーメロン大学の顔画像データセット 10) な

どがその好例である．先に紹介した心電図データ 6)

も，心電図の自動処理ソフトウェアの性能評価基

準として利用されている側面がある．公開データ

ベースは，性能を評価する側（通常はシステム開

発者）も利用する側も同一のデータにアクセス可

能であるため，利用者は同一のデータを使って検

証できる．実際に検証する利用者は多くはないが，

評価用のデータが公開されていることで性能評価は

偽造できなくなる．近年，これらに加えて第四の

利用目的が注目されている．これは，認識や推論

を行うための機械学習用データとしての利用であ

る．特に，本稿の主旨である歩行のように，実験

室で収集し公開されているデータベースには全身

の３次元運動と床反力のようなリッチなデータが

含まれる一方で，サービス実務を通じた現場計測

では身体の一部の加速度情報しか得られないなど，

データベースと実務データとで，データ項目数や

データ品質（精度）に大きな相違がある場合に，

少ない項目数から多くのデータ項目数を推論する

数理モデルの構築に利用される．

2.4. 人間特性データベースの要求事項

　このような公開データベースにおいて重要なこ

とは，第一が品質の信頼性であり，第二が利用の

安全性である．品質の信頼性とは，（1）データ計

測の精度が担保されていること，もしくは，計測

の方法論が詳細に開示されていること，（2）被験

者のバイアスがコントロールされているか，被験

者の属性情報が開示されていること，（3）エラー

データなどが丁寧に，かつ，できうる限り完全に

編集されていて，そのエラーデータ編集の指針と

手順が開示されていることである．現実的には，

これらに加えて（4）データ整備，開示を運営する

組織の学術的信頼性が求められる．いわば学術分

野でのブランド価値と言える．第二の利用の安全

性とは，利用者がデータベース提供時の利用契約

に沿って利用している限り，トラブルに巻き込ま

れない保障を言う．データベースの分析によって

得られた知的財産権の帰属などが提供時の利用契

約で明確化されていて，それが正しく履行される

ことは重要である．また，データベースを整備，

配信する側が，個々のデータを計測する際に被験

者に対して正しい同意書を取得し，データの第三

者利用が同意されていることも必要となる．歩容

データは，2017 年５月に施行となった個人情報保

護法において，個人識別符号として特定された．

これは指紋や顔画像と同程度に，歩容のみから個人

を特定できるということである．たとえば，デー

タベース利用者が，個人の住所や氏名などの情報

の提供を受けず，単に ID 番号と歩容データのみの

提供を受けたとしても，歩容データ単体が個人識

別符号となったことから，これらは個人情報とし

て管理しなければならないことになる．このよう

な法律側面も含めて，計測時の合意形成とデータ

提供契約とが適正になされなければならない．

3.　歩行データベースの構築

　このような人間特性データベースの整備，利活

用の状況の下で，学会や学術機関を中心とした歩

行に関するデータベース整備の計画が進んでいる．

筆者らの所属する産総研・人間情報研究部門にお

いても，すでに歩行データベースを整備，公開し

ているので，その経緯と状況を述べる．

　第１弾の歩行データベースは 2013 年に公開され

た 11)．2008 年から 2012 年の間に，産総研（当時は

デジタルヒューマン工学研究センター）で計測し

た 139 名の全身歩行データを公開している．歩行

計測はモーションキャプチャシステム（Vicon 社製

Vicon MX システム・Vicon Nexus）と床反力計

（Amti 社製 BP400600-1000PT）で実施した．被験

者には適宜計測着（スパッツ・ノースリーブシャ

ツあるいは上半身裸）を着せ，初めに基準姿勢（直

立姿勢）を計測した．その後，裸足にて歩行計測

を行った．この時，被験者には，「日常でいつも歩

いているように真っ直ぐ歩いて下さい」と指示し，

床反力計の設置しているエリアを中心に約 10m を

歩かせた．数回の練習試行の後，計測試行数は右

足から床反力計に入る場合を５試行，左足から床

反力計に入る場合を 5試行の計 10試行分を計測し，

その中で右足から床反力計に入る場合のデータを

１試行分データベースに登録した．マーカ位置と

着力点位置は Visual3D 内で 6Hz のローパスフィル

タ処理を行い，床反力データは Visual3D 内で

10Hzのローパスフィルタ処理を行っている．なお，

すべての計測は産業技術総合研究所内の人間工学

実験審査での承認を受け，承認された計画に沿っ

て人間工学実験取扱要領に従って行われた．マー

カセット，座標定義，角度定義などについては，

公開Web サイト11) を参照されたい．

　運動学データ（関節位置座標，関節角度）と床

反力データだけでなく，関節モーメントと関節パ

ワーも計算し，同時に公開している．公開用のデー

タフォーマットは，広く利用されているフリーの

Viewer（データ可視化ソフトウェア）のフォーマッ

トにしたがうこととした．検討の結果，米国

C-motion 社の Visual3D Reader をフリー Viewer

として指定することとし，そのソフトウェアで読

み込み可能な CMO ファイルフォーマットで配布し

ている．当該 Viewer ソフトウェアを用いて，図１

にように公開データを可視化することができる．

　2013 年度公開版では，実測した複数試行データ

のうち１試行分しか公開しなかったが，歩行再現

性を評価したいという要請に基づいて，2015 年版

では各被験者５試行分の歩行データを含んだ 214

名分のデータを公開した12)．

４.　歩行データベースの活用事例

　このような歩行データベースは，どのように活

用されるのか．第一に期待される活用は，2.2 節の

第一の述べた標準値としての利用である．近年，

モーションキャプチャシステムの普及により，さ

に提出する．このデータの品質や倫理側面につい

て，学会側の「データ受入審査委員会」が審査を

行い，これを通過したものがデータベースに追加

登録される．論文投稿と査読編集委員会，論文掲

載のようなイメージである．一方で，データ利用

者も学会（歩行データベース研究部会）に利用申

請を出す．この申請の利用目的の整合性等を学会

側の「データ提供審査委員会」で審査して，利用

許可を出すことを想定している．利用部分は，学

会誌の論文が誰でも読めるのとは多少異なる．こ

れは，計測時に被験者に提示する同意書で利用目

的を限定しているためである．学会側は，被験者

に同意いただいた利用目的に沿って正しく活用さ

れることを担保する．

　学会側は，データ提供者に対して，被験者同意

書のひな形とともに，計測ガイドライン（計測方法，

マーカセット，データ処理方法）などを提示する．

学会の用意する被験者同意書のひな形をベースに，

各研究機関で倫理審査を通し，新たにデータ収集

をしていただくことになる．原則として，既存デー

タの提供を受けることは難しいと考えている．

6.  おわりに

　人間特性に関するデータベースを取り巻く状況

と，その利用目的の拡がり，要求事項について概

論し，特に，歩行データベースの現状を紹介した．

さらに，バイオメカニズム学会で進められている

歩行データベース構築・利用促進事業の検討状況

を合わせて紹介した．ウェアラブルセンシングの

普及と，健康サービスビジネスに駆動された日常

生活での歩行ビッグデータの収集，それらをモデ

ル化する技術の進展が，学術的な歩行データベー

ス整備にも影響している．血圧計測においても，

病院計測が日常計測に拡がり，医療分野でも日常

計測データ（血圧の日変動情報）を重視する流れ

に変わってきている．品質管理された研究機関計

測による歩行データベースが，日常生活での歩行

ビッグデータの蓄積と評価を加速し，そのビッグ

まざまな研究機関で歩行データが計測され，分析

されるようになってきた．数多くの研究者が歩行

分析に参画するようになり，研究領域が幅広く展

開していく一方で，必ずしも歩行データに慣れて

いない研究者も増えてきている．歩行計測は，基

本的には市販システムを用いれば可能となるが，

システムの調整やメインテナンスなどに留意して

いないと，信頼性の高いデータ収集ができない．

健常者を被験者として計測された関節変位や関節

モーメントが，公開されたデータベースの健常者

のばらつきの範囲内に収まっているかどうかを確

認することで，データの異常からシステム調整の

必要性を知ることができる．

　第二の活用は，2.2 節の第四で述べた機械学習デー

タとしての利用である．近年，歩行中の活動を計

測するさまざまなウェアラブルセンサが実用化さ

れている．一方で，それらのセンサで常時検出で

きる項目は限定的であり，このセンサ単体情報か

ら直接的に得られるものは歩数や歩速，歩幅とい

うような因子でしかない．多項目を高精度で計測

した歩行データベースを低次元圧縮表現し，セン

サ情報で得られるデータから圧縮した低次元基底

への推定モデルを構成すれば，ウェアラブルセン

サ情報から，全身歩容や転倒リスクなどを予測で

きることになる13)．歩行データを時系列で等分割し，

主成分分析を用いて低次元圧縮表現し，この低次

元基底と別途得た転倒経験のアンケート結果を分

析した結果，第５主成分が転倒経験と強い相関を

持つことが分かった．第５主成分の歩行特徴を統

計的に合成し，そのうち相関の高い成分が Toe Off

（蹴り出し）のばらつきにあることがわかった．歩

行個人差の第５主成分と，ウェアラブルセンサデー

タの相関モデルが得られれば，そこから転倒リス

クを評価できることになる 14)．このように，計測項

目の多い公開歩行データベースは，サンプル数が

少数であっても，歩行に関連する多数の計測項目

の関連性の情報を有している．筆者は，このよう

な精度が高く計測項目の多いデータベースを

ディープデータと呼んでいる．ウェアラブルセン
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データとの統合分析が歩行研究を変える日が来る

と期待している．
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して歩行データベースの構築と利用促進事業を推

進することを決めた．学会では，図３のような枠

組みでデータの登録，管理，利用推進する方針で

検討を進めている．各研究機関は，独自に収集し

た歩行データを学会（歩行データベース研究部会）

これは指紋や顔画像と同程度に，歩容のみから個人

を特定できるということである．たとえば，デー

タベース利用者が，個人の住所や氏名などの情報

の提供を受けず，単に ID 番号と歩容データのみの
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公開Web サイト11) を参照されたい．

　運動学データ（関節位置座標，関節角度）と床

反力データだけでなく，関節モーメントと関節パ
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Viewer（データ可視化ソフトウェア）のフォーマッ

トにしたがうこととした．検討の結果，米国

C-motion 社の Visual3D Reader をフリー Viewer

として指定することとし，そのソフトウェアで読

み込み可能な CMO ファイルフォーマットで配布し

ている．当該 Viewer ソフトウェアを用いて，図１

にように公開データを可視化することができる．

　2013 年度公開版では，実測した複数試行データ

のうち１試行分しか公開しなかったが，歩行再現

性を評価したいという要請に基づいて，2015 年版

では各被験者５試行分の歩行データを含んだ 214

名分のデータを公開した12)．

４.　歩行データベースの活用事例

　このような歩行データベースは，どのように活

用されるのか．第一に期待される活用は，2.2 節の

第一の述べた標準値としての利用である．近年，

モーションキャプチャシステムの普及により，さ

に提出する．このデータの品質や倫理側面につい

て，学会側の「データ受入審査委員会」が審査を

行い，これを通過したものがデータベースに追加

登録される．論文投稿と査読編集委員会，論文掲

載のようなイメージである．一方で，データ利用

者も学会（歩行データベース研究部会）に利用申

請を出す．この申請の利用目的の整合性等を学会

側の「データ提供審査委員会」で審査して，利用

許可を出すことを想定している．利用部分は，学

会誌の論文が誰でも読めるのとは多少異なる．こ

れは，計測時に被験者に提示する同意書で利用目

的を限定しているためである．学会側は，被験者

に同意いただいた利用目的に沿って正しく活用さ

れることを担保する．

　学会側は，データ提供者に対して，被験者同意

書のひな形とともに，計測ガイドライン（計測方法，

マーカセット，データ処理方法）などを提示する．

学会の用意する被験者同意書のひな形をベースに，

各研究機関で倫理審査を通し，新たにデータ収集

をしていただくことになる．原則として，既存デー

タの提供を受けることは難しいと考えている．

6.  おわりに

　人間特性に関するデータベースを取り巻く状況

と，その利用目的の拡がり，要求事項について概

論し，特に，歩行データベースの現状を紹介した．

さらに，バイオメカニズム学会で進められている

歩行データベース構築・利用促進事業の検討状況

を合わせて紹介した．ウェアラブルセンシングの

普及と，健康サービスビジネスに駆動された日常

生活での歩行ビッグデータの収集，それらをモデ

ル化する技術の進展が，学術的な歩行データベー

ス整備にも影響している．血圧計測においても，

病院計測が日常計測に拡がり，医療分野でも日常

計測データ（血圧の日変動情報）を重視する流れ

に変わってきている．品質管理された研究機関計

測による歩行データベースが，日常生活での歩行

ビッグデータの蓄積と評価を加速し，そのビッグ

まざまな研究機関で歩行データが計測され，分析

されるようになってきた．数多くの研究者が歩行

分析に参画するようになり，研究領域が幅広く展

開していく一方で，必ずしも歩行データに慣れて

いない研究者も増えてきている．歩行計測は，基

本的には市販システムを用いれば可能となるが，

システムの調整やメインテナンスなどに留意して

いないと，信頼性の高いデータ収集ができない．

健常者を被験者として計測された関節変位や関節

モーメントが，公開されたデータベースの健常者

のばらつきの範囲内に収まっているかどうかを確

認することで，データの異常からシステム調整の

必要性を知ることができる．

　第二の活用は，2.2 節の第四で述べた機械学習デー

タとしての利用である．近年，歩行中の活動を計

測するさまざまなウェアラブルセンサが実用化さ

れている．一方で，それらのセンサで常時検出で

きる項目は限定的であり，このセンサ単体情報か

ら直接的に得られるものは歩数や歩速，歩幅とい

うような因子でしかない．多項目を高精度で計測

した歩行データベースを低次元圧縮表現し，セン

サ情報で得られるデータから圧縮した低次元基底

への推定モデルを構成すれば，ウェアラブルセン

サ情報から，全身歩容や転倒リスクなどを予測で

きることになる13)．歩行データを時系列で等分割し，

主成分分析を用いて低次元圧縮表現し，この低次

元基底と別途得た転倒経験のアンケート結果を分

析した結果，第５主成分が転倒経験と強い相関を

持つことが分かった．第５主成分の歩行特徴を統

計的に合成し，そのうち相関の高い成分が Toe Off

（蹴り出し）のばらつきにあることがわかった．歩

行個人差の第５主成分と，ウェアラブルセンサデー

タの相関モデルが得られれば，そこから転倒リス

クを評価できることになる 14)．このように，計測項

目の多い公開歩行データベースは，サンプル数が

少数であっても，歩行に関連する多数の計測項目

の関連性の情報を有している．筆者は，このよう

な精度が高く計測項目の多いデータベースを

ディープデータと呼んでいる．ウェアラブルセン
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データとの統合分析が歩行研究を変える日が来る

と期待している．
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サで得られる計測項目が少なくサンプル数の多い

ビッグデータとの関連性をモデル化することで，

さまざまなサービス展開が可能となる（図２）．歩

行データベースには，このような活用可能性があ

る．

5.  学会で整備する歩行データベース

　2016 年，バイオメカニズム学会に歩行データベー

ス研究部会（部会長・国際医療福祉大学大学院 山

本澄子 教授）が設立された．この研究部会は，品

質管理された歩行データベースを学会として整備，

発信するための枠組みについて議論するためのも

のである．2017年，この研究部会の活動に基づいて，

バイオメカニズム学会は，その 50 周年記念事業と

して歩行データベースの構築と利用促進事業を推

進することを決めた．学会では，図３のような枠

組みでデータの登録，管理，利用推進する方針で

検討を進めている．各研究機関は，独自に収集し

た歩行データを学会（歩行データベース研究部会）
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を特定できるということである．たとえば，デー

タベース利用者が，個人の住所や氏名などの情報

の提供を受けず，単に ID 番号と歩容データのみの

提供を受けたとしても，歩容データ単体が個人識
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筆者らの所属する産総研・人間情報研究部門にお
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まざまな研究機関で歩行データが計測され，分析

されるようになってきた．数多くの研究者が歩行
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いない研究者も増えてきている．歩行計測は，基
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クを評価できることになる 14)．このように，計測項

目の多い公開歩行データベースは，サンプル数が

少数であっても，歩行に関連する多数の計測項目

の関連性の情報を有している．筆者は，このよう
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図2　ディープデータとビッグデータ
　　　　　　　　　　　　　　　

図3　データの提供，審査，登録，利用の流れ（案）
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ビッグデータとの関連性をモデル化することで，

さまざまなサービス展開が可能となる（図２）．歩

行データベースには，このような活用可能性があ

る．

5.  学会で整備する歩行データベース

　2016 年，バイオメカニズム学会に歩行データベー

ス研究部会（部会長・国際医療福祉大学大学院 山

本澄子 教授）が設立された．この研究部会は，品

質管理された歩行データベースを学会として整備，

発信するための枠組みについて議論するためのも

のである．2017年，この研究部会の活動に基づいて，

バイオメカニズム学会は，その 50 周年記念事業と

して歩行データベースの構築と利用促進事業を推

進することを決めた．学会では，図３のような枠

組みでデータの登録，管理，利用推進する方針で

検討を進めている．各研究機関は，独自に収集し

た歩行データを学会（歩行データベース研究部会）

これは指紋や顔画像と同程度に，歩容のみから個人

を特定できるということである．たとえば，デー

タベース利用者が，個人の住所や氏名などの情報

の提供を受けず，単に ID 番号と歩容データのみの

提供を受けたとしても，歩容データ単体が個人識

別符号となったことから，これらは個人情報とし

て管理しなければならないことになる．このよう

な法律側面も含めて，計測時の合意形成とデータ

提供契約とが適正になされなければならない．

3.　歩行データベースの構築

　このような人間特性データベースの整備，利活

用の状況の下で，学会や学術機関を中心とした歩

行に関するデータベース整備の計画が進んでいる．

筆者らの所属する産総研・人間情報研究部門にお

いても，すでに歩行データベースを整備，公開し

ているので，その経緯と状況を述べる．

　第１弾の歩行データベースは 2013 年に公開され

た 11)．2008 年から 2012 年の間に，産総研（当時は

デジタルヒューマン工学研究センター）で計測し

た 139 名の全身歩行データを公開している．歩行

計測はモーションキャプチャシステム（Vicon 社製

Vicon MX システム・Vicon Nexus）と床反力計

（Amti 社製 BP400600-1000PT）で実施した．被験

者には適宜計測着（スパッツ・ノースリーブシャ

ツあるいは上半身裸）を着せ，初めに基準姿勢（直

立姿勢）を計測した．その後，裸足にて歩行計測

を行った．この時，被験者には，「日常でいつも歩

いているように真っ直ぐ歩いて下さい」と指示し，

床反力計の設置しているエリアを中心に約 10m を

歩かせた．数回の練習試行の後，計測試行数は右

足から床反力計に入る場合を５試行，左足から床

反力計に入る場合を 5試行の計 10試行分を計測し，

その中で右足から床反力計に入る場合のデータを

１試行分データベースに登録した．マーカ位置と

着力点位置は Visual3D 内で 6Hz のローパスフィル

タ処理を行い，床反力データは Visual3D 内で

10Hzのローパスフィルタ処理を行っている．なお，

すべての計測は産業技術総合研究所内の人間工学

実験審査での承認を受け，承認された計画に沿っ

て人間工学実験取扱要領に従って行われた．マー

カセット，座標定義，角度定義などについては，

公開Web サイト11) を参照されたい．

　運動学データ（関節位置座標，関節角度）と床

反力データだけでなく，関節モーメントと関節パ

ワーも計算し，同時に公開している．公開用のデー

タフォーマットは，広く利用されているフリーの

Viewer（データ可視化ソフトウェア）のフォーマッ

トにしたがうこととした．検討の結果，米国

C-motion 社の Visual3D Reader をフリー Viewer

として指定することとし，そのソフトウェアで読

み込み可能な CMO ファイルフォーマットで配布し

ている．当該 Viewer ソフトウェアを用いて，図１

にように公開データを可視化することができる．

　2013 年度公開版では，実測した複数試行データ

のうち１試行分しか公開しなかったが，歩行再現

性を評価したいという要請に基づいて，2015 年版

では各被験者５試行分の歩行データを含んだ 214

名分のデータを公開した12)．

４.　歩行データベースの活用事例

　このような歩行データベースは，どのように活

用されるのか．第一に期待される活用は，2.2 節の

第一の述べた標準値としての利用である．近年，

モーションキャプチャシステムの普及により，さ

に提出する．このデータの品質や倫理側面につい

て，学会側の「データ受入審査委員会」が審査を

行い，これを通過したものがデータベースに追加

登録される．論文投稿と査読編集委員会，論文掲

載のようなイメージである．一方で，データ利用

者も学会（歩行データベース研究部会）に利用申

請を出す．この申請の利用目的の整合性等を学会

側の「データ提供審査委員会」で審査して，利用

許可を出すことを想定している．利用部分は，学
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普及と，健康サービスビジネスに駆動された日常
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ル化する技術の進展が，学術的な歩行データベー
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病院計測が日常計測に拡がり，医療分野でも日常
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に変わってきている．品質管理された研究機関計

測による歩行データベースが，日常生活での歩行

ビッグデータの蓄積と評価を加速し，そのビッグ

まざまな研究機関で歩行データが計測され，分析

されるようになってきた．数多くの研究者が歩行

分析に参画するようになり，研究領域が幅広く展

開していく一方で，必ずしも歩行データに慣れて

いない研究者も増えてきている．歩行計測は，基
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モーメントが，公開されたデータベースの健常者

のばらつきの範囲内に収まっているかどうかを確

認することで，データの異常からシステム調整の

必要性を知ることができる．

　第二の活用は，2.2 節の第四で述べた機械学習デー

タとしての利用である．近年，歩行中の活動を計

測するさまざまなウェアラブルセンサが実用化さ

れている．一方で，それらのセンサで常時検出で

きる項目は限定的であり，このセンサ単体情報か

ら直接的に得られるものは歩数や歩速，歩幅とい

うような因子でしかない．多項目を高精度で計測

した歩行データベースを低次元圧縮表現し，セン

サ情報で得られるデータから圧縮した低次元基底

への推定モデルを構成すれば，ウェアラブルセン

サ情報から，全身歩容や転倒リスクなどを予測で

きることになる13)．歩行データを時系列で等分割し，

主成分分析を用いて低次元圧縮表現し，この低次

元基底と別途得た転倒経験のアンケート結果を分

析した結果，第５主成分が転倒経験と強い相関を

持つことが分かった．第５主成分の歩行特徴を統

計的に合成し，そのうち相関の高い成分が Toe Off

（蹴り出し）のばらつきにあることがわかった．歩

行個人差の第５主成分と，ウェアラブルセンサデー

タの相関モデルが得られれば，そこから転倒リス

クを評価できることになる 14)．このように，計測項

目の多い公開歩行データベースは，サンプル数が

少数であっても，歩行に関連する多数の計測項目

の関連性の情報を有している．筆者は，このよう

な精度が高く計測項目の多いデータベースを

ディープデータと呼んでいる．ウェアラブルセン
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行い，これを通過したものがデータベースに追加

登録される．論文投稿と査読編集委員会，論文掲

載のようなイメージである．一方で，データ利用

者も学会（歩行データベース研究部会）に利用申

請を出す．この申請の利用目的の整合性等を学会

側の「データ提供審査委員会」で審査して，利用

許可を出すことを想定している．利用部分は，学

会誌の論文が誰でも読めるのとは多少異なる．こ

れは，計測時に被験者に提示する同意書で利用目

的を限定しているためである．学会側は，被験者

に同意いただいた利用目的に沿って正しく活用さ

れることを担保する．

　学会側は，データ提供者に対して，被験者同意

書のひな形とともに，計測ガイドライン（計測方法，

マーカセット，データ処理方法）などを提示する．

学会の用意する被験者同意書のひな形をベースに，

各研究機関で倫理審査を通し，新たにデータ収集

をしていただくことになる．原則として，既存デー

タの提供を受けることは難しいと考えている．

6.  おわりに

　人間特性に関するデータベースを取り巻く状況

と，その利用目的の拡がり，要求事項について概

論し，特に，歩行データベースの現状を紹介した．

さらに，バイオメカニズム学会で進められている

歩行データベース構築・利用促進事業の検討状況

を合わせて紹介した．ウェアラブルセンシングの

普及と，健康サービスビジネスに駆動された日常

生活での歩行ビッグデータの収集，それらをモデ

ル化する技術の進展が，学術的な歩行データベー

ス整備にも影響している．血圧計測においても，

病院計測が日常計測に拡がり，医療分野でも日常

計測データ（血圧の日変動情報）を重視する流れ

に変わってきている．品質管理された研究機関計

測による歩行データベースが，日常生活での歩行

ビッグデータの蓄積と評価を加速し，そのビッグ

まざまな研究機関で歩行データが計測され，分析

されるようになってきた．数多くの研究者が歩行

分析に参画するようになり，研究領域が幅広く展

開していく一方で，必ずしも歩行データに慣れて

いない研究者も増えてきている．歩行計測は，基

本的には市販システムを用いれば可能となるが，

システムの調整やメインテナンスなどに留意して

いないと，信頼性の高いデータ収集ができない．

健常者を被験者として計測された関節変位や関節

モーメントが，公開されたデータベースの健常者

のばらつきの範囲内に収まっているかどうかを確

認することで，データの異常からシステム調整の

必要性を知ることができる．

　第二の活用は，2.2 節の第四で述べた機械学習デー

タとしての利用である．近年，歩行中の活動を計

測するさまざまなウェアラブルセンサが実用化さ

れている．一方で，それらのセンサで常時検出で

きる項目は限定的であり，このセンサ単体情報か

ら直接的に得られるものは歩数や歩速，歩幅とい

うような因子でしかない．多項目を高精度で計測

した歩行データベースを低次元圧縮表現し，セン

サ情報で得られるデータから圧縮した低次元基底

への推定モデルを構成すれば，ウェアラブルセン

サ情報から，全身歩容や転倒リスクなどを予測で

きることになる13)．歩行データを時系列で等分割し，

主成分分析を用いて低次元圧縮表現し，この低次

元基底と別途得た転倒経験のアンケート結果を分

析した結果，第５主成分が転倒経験と強い相関を

持つことが分かった．第５主成分の歩行特徴を統

計的に合成し，そのうち相関の高い成分が Toe Off

（蹴り出し）のばらつきにあることがわかった．歩

行個人差の第５主成分と，ウェアラブルセンサデー

タの相関モデルが得られれば，そこから転倒リス

クを評価できることになる 14)．このように，計測項

目の多い公開歩行データベースは，サンプル数が

少数であっても，歩行に関連する多数の計測項目

の関連性の情報を有している．筆者は，このよう

な精度が高く計測項目の多いデータベースを

ディープデータと呼んでいる．ウェアラブルセン

Kobayashi, Y., Hobara, H., Heldoorn, T. A., 

Mochimaru, M.: Discrimination of Fallers and 

Non-Fal lers using the Variabi l ity of the 

Magnitude of the Sacral Acceleration Vector. 

P r o c e e d i n g s  o f  I n t e r n a t i o n a l  S o c i e t y  o f  

Biomechanics, 2015.

＜著者連絡先＞

持丸　正明
国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人間情報研

究部門

〒305-8560  茨城県つくば市 梅園 1-1-1 中央第 1

TEL 03-3599-8313 

E-mail：m-mochimaru@aist.go.jp

 

 

臨床歩行分析研究会誌Vol.4, No.2，2017

－ 12 －

14）


	Vol.4 No.2_P7
	07

	Vol.4 No.2_P8
	08

	Vol.4 No.2_P9
	09

	Vol.4 No.2_P10
	10

	Vol.4 No.2_P11
	11

	Vol.4 No.2_P12
	12


